2020 年 4 月入学

日本語教育プログラム

新入生用

春学期開始スケジュール

（2020/4/3 現在）

※他学部・他研究科生、2019年9月入学の日本語教育プログラム在学生は、適用対象外ですのでご注意ください。

行

事

アカデミックオリエンテーション
動画視聴【必須】

CJLレベルチェックテスト
【任意】
※自分の日本語レベルを確認する
テストです。テストを受験しなくて
も、日本語の科目登録は可能です。
ただし、自分のレベルに適した科目
を登録するためにも、受験する事を
推奨します。

日

程

３月１日（日）～

間

場

＜インターネットを通して、どこからでも視聴できます。＞
科目登録が始まるまでに必ず視聴してください。
３月１日までに「日本語教育研究センター科目登録webページ
（https://www.waseda.jp/inst/cjl/students/registration/ ）
に掲載します。

＜インターネットを通して、どこからでも受験できます。＞
テスト受験用の IDとPasswordを申請し、科目登録が始まるまでに
～
受験してください。
４月１１日（土） 申請方法等の情報は「CJLレベルチェックテストガイド」
（https://www.waseda.jp/inst/cjl/students/registration/placementtest/ ）
１７：００
を参照してください。

３月１９日（木）

オリエンテーション【必須】

【受付時間】

早稲田キャンパス

１２：００
※詳細は「受付票」を
ご覧ください。
※終了時刻は１７：００頃を予定し
ております。

１４号館２０１教室

中止
日本語授業個別相談会 【任意】
※アカデミックオリエンテーション
動画を観ても分からないことが
ある場合のみ参加してください。

所

３月１日（日）

中止
日本語教育研究センター

時

※詳細は「受付票」を
ご覧ください。

早稲田キャンパス
３月２７日（金）

１３：３０～１５：００

※場所の情報は、日本語
センターのホームページに
３月１日に掲載します。

登録したい科目のシラバスは必ず以下のWebシラバス検索で確認してください。
※科目のシラバスはPDFファイルでCJLのホームページにて公開されていますが、3/30（月）から
シラバスの確認

一部の科目について授業オリエンテーションの資料がWebシラバスで更新されることがあります
ので、必ずWebシラバス検索でこまめにチェックしてください。

【Web シラバス検索】
科目登録【１次登録】

３月２８日（土）９:００ ～４月１日（水）１７:００
※科目登録の詳細は、アカデミックオリエンテーション
動画で説明します。

オンラインによる
日本語科目登録相談室
（予約制）
学生証交付 【必須】

https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA101.php

３月３０日（月） ～

MyWaseda
（早稲田大学ポータルサイト）

４月１１日（土）

※詳細は日本語教育研究センターのホームページをご覧ください。
４月 １日（水）～

※詳細は後日お知らせ致します。
５月１１日（月）

授業開始

日本語教育研究センターの日本語授業はすべてオンラインで

オンライン

行います。対面授業が実施されることはありません。

科目登録【２次登録】

４月６日（月）９:００ ～ ７日（火）１７:００

MyWaseda

科目登録【３次登録】

４月２７日（月）９:００ ～ ２８日（火）１７:００

MyWaseda

*スケジュールは変更となる場合があります。来日前に必ずもう一度、日本語教育研究センターのホームページで
最新のスケジュールをご確認ください。<URL>https://www.waseda.jp/inst/cjl/

2020 Spring Semester Start Schedule
(As of April 3, 2020)
for New Students of Japanese Language Program of CJL 2020 Spring Intake
Please note that this schedule does not apply for students belonging to schools other than CJL
nor currently enrolled students of CJL 2019 Fall Intake.
Events

Academic Orientation Video
【Mandatory】
CJL Level Check Test
【Optional】
※Test will help you to evaluate
your current Japanese level. It is
not mandatory; however, we
recommend you to take the test
in order to register the
appropriate level of Japanese
course.

Date

Time

March 1 (Sun)～

March 1 (Sun)
～
April 11 (Sat)
17:00

<You can watch the video from anywhere through Internet.>
Please watch the video before the course registration.
We will upload the video by March 1 on the “CJL course registration
webpage” (https://www.waseda.jp/inst/cjl/en/students/registration/ )

<You can take the test from anywhere through Internet.>
Please apply for the ID and Password by yourself and take the test before
the course registration starts.
To know how to apply, please check the “CJL Level Check Test Guide” on
the URL below.
<URL>https://www.waseda.jp/inst/cjl/en/students/registration/placementtest/

【Check in Time】
12:00

Canceled
Center for Japanese
Language Orientation
【Mandatory】

Place

※For details, please refer to
“Check-in ticket” which will be mailed.
※The Orientation will end
around 17: 00.

March 19 (Thu)

Waseda campus
Building #14 Room 201
※For details, please refer to
“Check-in ticket.”

Canceled
Japanese Course
Individual Consultation
【Optional】

Waseda campus

13:30～15:00

March 27(Fri )

※Attend if you have questions
after watching the Academic
Orientation Video.

*The rooms will be
announced on our homepage
on March 1.

Please make sure to check the syllabus for courses you would like to register for by the following link.
※PDF file of the syllabus is released on the CJL website, but some course orientation materials will be

Syllabus Check

updated on the web syllabus after March 30 (Mon). Therefore, you should check the latest information
through the following link.

【Web syllabus search】https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA101.php?pLng=en

First Course Registration
Online Consultation Room for
Japanese Course Registration
(Reservation needed)

Student ID Card
Distribution【Mandatory】

March 28 (Sat) 9:00～April 1 (Wed) 17:00

MyWaseda

※Further information for course registration will be announced in
the academic orientation video.

(Waseda University
portal site)

March 30 (Mon) ～April 11(Sat)
※Please refer to CJL’s web page regarding the details.

※To be announced

April 1 (Wed)～
May 11 (Mon)

Class Starts

All CJL courses will be conducted online throughout the whole

Online

semester. No courses will be held in the classrooms.

Second Course Registration
Third Course Registration

April 6 (Mon) 9:00 ～ April 7 (Tue) 17:00
April 27 (Mon) 9:00 ～ April 28 (Tue) 17:00

MyWaseda
MyWaseda

*The schedule is subject to change. Please make sure to check the latest schedule again before coming to Japan on CJL
website.

<URL> https://www.waseda.jp/inst/cjl/en/

